
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117850164 あの夏の正解 早見　和真／著 東京：新潮社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117891101 アフターコロナのニュービジネス大全 原田　曜平／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン産業      

0117923904 あまりに人間的なウイルス ジャン=リュック・ナンシー／著東京：勁草書房 医学      

0117775510 アルベール・カミュ ペスト 中条　省平／著 東京：NHK出版 外国文学  

0117873596 アンダーコロナの移民たち 鈴木　江理子／編著 東京：明石書店 社会科学  

0117884932 生きる力ってなんですか? 齋藤　孝／著 東京：講談社 青少年図書

0117878850 イタリアからの手紙 ラッファエーレ・ブルーノ／著東京：ハーパーコリンズ・ジャパン医学      

0117845263 イドコロをつくる 伊藤　洋志／著 東京：東京書籍 哲学心理 

0117838664 今だから知りたいワクチンの科学 中西　貴之／著 東京：技術評論社 医学      

0117883140 いやし図鑑 信田　広晶／著 東京：KADOKAWA 医学      

0117768275 イラスト図解感染症と世界史 神野　正史／監修 東京：宝島社 医学      

0116318841 インフルエンザウイルスと人類の戦い 長谷川　秀樹／著 新潟：シーアンドアール研究所医学      

0117452995 インフルエンザなぜ毎年流行するのか 岩田　健太郎／著 東京：ベストセラーズ 医学      

0117779660 ウイルスから体を守る 根来　秀行／著 東京：サンマーク出版 医学      

0117794206 失われた体の力がよみがえる免疫力学 井本　邦昭／著 東京：世界文化社 医学      

0117778530 英国ロックダウン100日日記 入江　敦彦／著 東京：本の雑誌社 文学      

0117764472 疫病退散 島田　裕巳／著 [東京]：サイゾー 民俗習慣

0117837278 疫病と海 秋道　智彌／編著 吹田：西日本出版社 医学      

0117868158 疫病と人類知 ニコラス・クリスタキス／著 東京：講談社 医学      

0117787309 江戸幕府の感染症対策 安藤　優一郎／著 東京：集英社 医学      

0117782102 お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 大塚　亮／著 東京：三空出版 医学      

0117794289 おうち太り・栄養不足・自炊疲れすべて解決!テレワークごはん 女子栄養大学栄養クリニック／監修東京：女子栄養大学出版部医学      

0117806216 オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン／著 東京：プレジデント社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117848739 オトナ女子のおうちセルフケア 山口　創／著 東京：秀和システム 医学      

0117753673 かからない大百科 工藤　孝文／[著] 東京：ワニブックス 医学      

0117885012 学者の暴走 掛谷　英紀／著 東京：育鵬社 自然科学  

特集名：長野１１月一般テーマ「感染症」
特集期間：2021/10/29～2021/11/24



0117881532 カラダに効く!タンパク質まるわかりBOOK 藤田　聡／監修 東京：学研プラス 医学      

0117743872 感染を恐れない暮らし方 本間　真二郎／著 東京：講談社ビーシー 医学      

0117848697 感染症 マルタ・L.ウェイン／著 東京：ニュートンプレス医学      

0117805101 感染症時代のマスクの教科書 飯田　裕貴子／著 東京：小学館 医学      

0117722462 感染症対人類の世界史 池上　彰／著 東京：ポプラ社 医学      

0117820837 感染症と免疫力 藤田　紘一郎／著 東京：ワニ・プラス 医学      

0117859306 感染症の歴史 リチャード・ガンダーマン／著東京：原書房 医学      

0117815977 消えた甲子園 朝日放送テレビ「2020高校野球僕らの夏」取材班／著東京：集英社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117716431 キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田　晴恵／著 東京：日本図書センター医学      

0117774612 今日からできる!暮らしの感染対策バイブル 堀　成美／監修 東京：主婦の友社 医学      

0117894782 教皇フランシスコ コロナの世界を生きる 教皇フランシスコ／著 東京：PHP研究所 宗教      

0117833095 緊急事態宣言の夜に さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 芸術      

0117900308 血液型と免疫力 藤田　紘一郎／著 東京：宝島社 医学      

0117796011 心の疲れをとる事典 西多　昌規／監修 東京：朝日新聞出版 医学      

0117904003 コロナがあばく社会保障と生活の実態 伊藤　周平／編著 東京：自治体研究社 社会科学  

0117743807 コロナ時代を生きるヒント 鎌田　實／著 東京：潮出版社 医学      

0117826008 コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 栗田　路子／ほか著 東京：光文社 社会科学  

0117867630 コロナ対策禍の国と自治体 金井　利之／著 東京：筑摩書房 医学      

0117784405 コロナという「非日常」を生きる 曽野　綾子／著 東京：ワック 文学      

0117810564 コロナと潜水服 奥田　英朗／著 東京：光文社 文学      

0117867523 コロナ倒産の真相 帝国データバンク情報部／著[東京]：日経BP日本経済新聞出版本部社会科学  

0117909242 コロナの世界を照らす50のやさしい物語 片野　優／著 東京：宝島社 医学      

0117826180 コロナvs.AI 石井　大輔／著 [東京]：翔泳社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117889311 コロナ貧困 藤田　孝典／著 東京：毎日新聞出版 社会科学  

0117735894 コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める 藤野　智哉／著 東京：ワニブックス 医学      

0117855684 コロナ禍、貧困の記録 雨宮　処凛／著 京都：かもがわ出版 社会科学  

0117867002 コロナ脳 小林　よしのり／著 東京：小学館 医学      

0118369818 最新免疫力を高めて病気を防ぎ治す知恵とコツ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 医学      

0117889139 作家は時代の神経である 高村　薫／著 東京：毎日新聞出版 文学      

0117821819 自衛隊感染予防BOOK JWings別冊編集部／編集 東京：イカロス出版 医学      

0117868232 シェフたちのコロナ禍 井川　直子／著 東京：文藝春秋 産業      

0117911784 シェルパの友だちに会いに行く 石川　直樹／著 東京：青土社 地誌紀行 



0117737627 仕事本 左右社編集部／編 東京：左右社 文学      

0117873141 自粛するサル、しないサル 正高　信男／著 東京：幻冬舎 医学      

0117890970 しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰　宗太郎／監修 東京：池田書店 医学      

0117888040 疾病捜査官 アリ・S.カーン／[著] 東京：みすず書房 医学      

0117789453 寂聴残された日々 瀬戸内　寂聴／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0117879668 新・人間関係のルール 辛酸　なめ子／著 東京：光文社 文学      

0117809004 新型コロナインフルエンザ感染症に負けない、カラダをつくる。 東京：マガジンハウス 医学      

0117737650 新型コロナVS中国14億人 浦上　早苗／著 東京：小学館 医学      

0117809632 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田　晴恵／著 東京：実業之日本社 医学      

0117883157 新型コロナ「正しく恐れる」　2 西村　秀一／著 東京：藤原書店 医学      

0117827113 新型コロナ7つの謎 宮坂　昌之／著 東京：講談社 医学      

0117785105 新型コロナに立ち向かう100の技術 日経BP／編 [東京]：日経BP 工学      

0117873885 新型コロナワクチン 杉本　正信／著 東京：東京化学同人 医学      

0117862177 新型コロナワクチンQ&A100 コロワくんサポーターズ／著[東京]：日経メディカル開発医学      

0117893362 「新型コロナワクチン」とウイルス変異株 五條堀　孝／著 東京：春秋社 医学      

0117880443 新型コロナウイルス感染症と自治体の攻防 平岡　和久／編著 東京：自治体研究社 医学      

0117823872 新型コロナウイルス感染症　[正] 飯田　泰士／著 東京：現代企画室 医学      

0117865584 新型コロナウイルスCOVID-19特講　2021 岡　秀昭／編著 東京：中外医学社 医学      

0117852848 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤　義和／著 東京：丸善出版 教育      

0117791384 人体の取扱説明書 東京：ニュートンプレス医学      

0117909499 吹奏楽部バンザイ!! オザワ部長／著 東京：ポプラ社 青少年図書

0117747733 Zoom & Slack完全マニュアル 八木　重和／著 東京：秀和システム 社会科学  

0117738427 Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会／著 東京：宝島社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117829325 図解感染症の世界史 石　弘之／著 東京：KADOKAWA 医学      

0117748053 図解新型コロナウイルスメンタルヘルス対策 亀田　高志／著 東京：エクスナレッジ 医学      

0117901744 図解身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社 医学      

0117825422 巣ごもりごはん便利帳 ちづか　みゆき／著 [東京]：翔泳社 生活科学  

0117795450 青春とは、 姫野　カオルコ／著 東京：文藝春秋 文学      

0117222745 生物はウイルスが進化させた 武村　政春／著 東京：講談社 自然科学  

0117897223 世界を大きく変えた20のワクチン 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 医学      

0117851691 世界を敵に回しても、命のために闘う 瀧野　隆浩／著 東京：毎日新聞出版 医学      

0117729103 世界史を変えたパンデミック 小長谷　正明／著 東京：幻冬舎 医学      



0117866293 そのひと皿にめぐりあうとき 福澤　徹三／著 東京：光文社 文学      

0117771931 それでも、幸せになれる 鎌田　實／著 東京：清流出版 文学      

0117217075 それでは実際、なにをやれば免疫力があがるの? 飯沼　一茂／著 東京：ワニブックス 医学      

0117860601 たいせつな家族を感染症から守る本 生田　和良／著 東京：講談社 医学      

0117785089 ダイヤモンド・プリンセス号に隔離された30日間の記録 矢口　椛子／著 東京：合同出版 医学      

0117823831 たたかう免疫 NHKスペシャル取材班／著東京：講談社 医学      

0117786681 たちどまって考える ヤマザキ　マリ／著 東京：中央公論新社 医学      

0117865360 ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ 塚本　康浩／著 東京：ビジネス社 農業園芸 

0117848895 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本　康浩／著 東京：幻冬舎 農業園芸 

0117905075 旅のない 上田　岳弘／著 東京：講談社 文学      

0117817247 旅する練習 乗代　雄介／著 東京：講談社 文学      

0117901801 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか? 牧田　寛／著 東京：扶桑社 医学      

0117853853 地域を支えるエッセンシャル・ワーク 山谷　清志／編著 東京：ぎょうせい 社会科学  

0117819003 ちゃんと知りたい!新型コロナの科学 出村　政彬／著 [東京]：日経サイエンス医学      

0117751594 疲れた心がラクになる食べ方大全 那須　由紀子／著 東京：永岡書店 医学      

0117823211 次の東京オリンピックが来てしまう前に 菊地　成孔／著 東京：平凡社 文学      

0117835553 次なるパンデミックを回避せよ 井田　徹治／著 東京：岩波書店 医学      

0117845354 Day to Day 講談社／編 東京：講談社 文学      

0117912253 定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会　2021年前半 森　達也／編著 東京：論創社 医学      

0117914085 適応障害の真実 和田　秀樹／著 東京：宝島社 医学      

0117721589 できるテレワーク入門 法林　岳之／著 東京：インプレス 社会科学  

0117806794 テレワーカーズ「1分」ストレッチ 田中　千哉／著 東京：秀和システム 医学      

0117840264 テレワークの腰痛・肩こりは自分で治せる! 酒井　慎太郎／著 東京：学研プラス 医学      

0117857532 東京ディストピア日記 桜庭　一樹／著 東京：河出書房新社 文学      

0117820795 ドキュメント山小屋とコロナ禍 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117823047 Dr.新妻免疫塾 新妻　耕太／著 東京：東京図書 医学      

0117812842 長生きしたけりゃ肺を鍛えなさい 宮崎　雅樹／著 東京：エクスナレッジ 医学      

0117758672 なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻　仁成／著 東京：あさ出版 文学      

0117744227 なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか 野嶋　剛／著 東京：育鵬社 医学      

0117767053 ネット技術の新常識 I O編集部／編集 東京：工学社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117833145 馬疫 茜　灯里／著 東京：光文社 文学      

0117815407 馬鹿ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎え撃つために書いたので読んでください。 藤森　かよこ／著 東京：ベストセラーズ 社会科学  



0117815829 パンデミック PETER MOORE／[著] 東京：丸善出版 医学      

0117729889 パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還 小柳　剛／著 東京：KADOKAWA 医学      

0117875351 パンデミック日記 「新潮」編集部／編 東京：新潮社 文学      

0117748012 パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る50の方法 古賀　良彦／著 東京：亜紀書房 医学      

0117466060 ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ! 武村　政春／著 東京：さくら舎 自然科学  

0117909259 ひとりも、死なせへん 長尾　和宏／著 東京：ブックマン社 医学      

0117791434 百年前のパンデミックと皇室 小田部　雄次／著 東京：敬文舎 医学      

0117893206 貧困パンデミック 稲葉　剛／著 東京：明石書店 社会科学  

0117797035 武漢支援日記 査　瓊芳／著 東京：岩波書店 医学      

0117819060 武漢脱出記 ビンタオ・チェン／著 東京：中央公論新社 医学      

0117858589 不機嫌のトリセツ 黒川　伊保子／著 東京：河出書房新社 哲学心理 

0117825190 福祉現場のための感染症対策入門 松本　哲哉／監修 東京：中央法規出版 医学      

0117852855 分水嶺 河合　香織／著 東京：岩波書店 医学      

0117878868 報道記録新型コロナウイルス感染症 読売新聞東京本社調査研究本部／編東京：読売新聞東京本社医学      

0117814558 ホスト万葉集　巻の2 手塚マキと歌舞伎町ホスト80人from Smappa!Group／作東京：短歌研究社 文学      

0117802322 本当はこわくない新型コロナウイルス 井上　正康／著 東京：方丈社 医学      

0117825711 マスクは踊る 東海林　さだお／著 東京：文藝春秋 文学      

0117887190 まだまだ健康川柳 近藤　勝重／[編]著 東京：幻冬舎 文学      

0117853382 未来をつくるあなたへ 中満　泉／著 東京：岩波書店 青少年図書

0117759043 みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹／著 東京：河出書房新社 青少年図書

0117730101 みんなのアマビエ 東京：扶桑社 芸術      

0117875880 メディアをつくる! 池上　彰／著 東京：ポプラ社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117791491 免疫専門医が毎日飲んでいる長寿スープ 藤田　紘一郎／著 東京：ダイヤモンド社 医学      

0117499491 免疫力アップ!いのちの野菜スープ 高橋　弘／著 東京：世界文化社 医学      

0117723460 免疫力をあげる最強の食事術 白澤　卓二／監修 東京：宝島社 医学      

0116374489 免疫力を高める!おいしいレシピ 石原　結實／著 東京：成美堂出版 医学      

0116975830 免疫力を高める子どもの食養生レシピ 相澤　扶美子／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ医学      

0117748020 免疫力を高める食材事典 廣田　孝子／監修 東京：学研プラス 医学      

0117870931 免疫力があがる「昆布水」レシピ 秋津　壽男／監修 東京：高橋書店 医学      

0117831016 免疫力は食事が9割 森　由香子／著 東京：青春出版社 医学      

0117856013 病と妖怪 東郷　隆／著 東京：集英社インターナショナル民俗習慣

0117794305 レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル 辻　直美／著 東京：扶桑社 医学      



0117748509 60分でわかるカミュの『ペスト』 大竹　稽／著 東京：あさ出版 外国文学  

0117881425 我が産声を聞きに 白石　一文／著 東京：講談社 文学      

0117782110 私たちはどう生きるか 福岡　伸一／[ほか著] 東京：婦人之友社 医学      

0117903005 わたしのいないテーブルで 丸山　正樹／著 東京：東京創元社 文学      

0117900902 私たちはどう生きるか マルクス・ガブリエル／ほか著東京：朝日新聞出版 医学      


